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CLASS X 

JAPANESE 

 

MARKING SCHEME (2019-20) 
 

MAXIMUM MARKS: 80                                                                                          TIME: 3 HRS 

SYLLABUS LESSON 14 -20 みんなの日本語 Part ,   Kanji: Lesson 6-11 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The question paper is divided into four Sections.  

Section A: Reading comprehension       20 marks  

Section B:  Writing                   20 marks 

Section C: Grammar                        20 marks 

Section D : Script                                             20 marks  

 General instructions: 

1. All questions are compulsory 

2. You may attempt any section at a time 

3. All questions of that particular section must be attempted in the 

correct order. 
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Section A 
 

Reading comprehension 
 

 

 

Q1. 
 

Ans. A  日本りょうりを たべたり、はなしたり、コーヒーを のんだりしました。 

Ans. B： みちを わすれましたから おんなの人に みちを ききました。 

Ans. C： いいえ、もっていません でした。 

Ans. D: いいえ、かとうさんが くるまで おくりました。 

Ans. E：とても たのしかったです。 

Ans. F: １じかん かかりました。 

                        OR 

1. しょうとくたいしは ５７４年に 生まれました。 

2. この人は 馬の のりかた が じょうずです。 

３．ちゅうごくから  かんじ や せいじの しかた や  まちの つくりかた などを 

をならいました。 

４． ほうりゅうじを つくりました。それは ならに  あります。 

５．はい、ほうりゅうじは  きで  つくった たてもの です。 

６．子どものとき から べんきょうが すきです。 

 

 

Ｑ２． 
 

A)  はじめの 日 どうぶつえんへ いきました。（ ｘ ）  

B)  とうきょうは おおきくて にぎやかな まちです。（ ０ ） 

C)  とうきょうの ビルは あまり たかくないです。（ ｘ ） 

D)  どうぶつえんで コアラを みることが できます。（ ０ ） 

E) キ ワ ィは とりの なまえ じゃありません。（ ｘ ）  

F) 日本の けいけんは おもしろいですから もういちど にほんへ いきたい
です。（０ ） 

G) この 人は とうきょうに いっしゅうかん いました。（ ｘ ） 
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Q3. 
 

 

 

Section B 
 

WRITING SKILLS 
 

 

 

日本の  おしょうがつ は １月 ついたちから なのかごろまでです。 

がっこうは このごろ    やすみ です。このやすみは おしょ

うがつの 

    じゅんび で みんな いそがしいです。ねんがじょうを かいたり、そうじを

したり します。そして かどまつや しめかざりで うちを    かざります 。 

わたしは いち月 ついたちに いつも  きもの を きて じんじゃへ

いきます。みんなで おせちりょうりを  たべた り 、おとしだまを 

 もらったりします。とても たのしいです。 
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Section C 
 

Q8. 

1  パンダさんは にほんごが  よく わかります。 

２．かおいろが わるいですから きょうは  ゆっくり やすんでください。 

３．もうすぐディワリーのまつり ですね。 なにを しますか。 

４． どれぐらいほんを かりる ことが できますか。 

５．これから  だんだんさむく なります。 

６．にほんでは  なかなか ぞうを みる ことができません。 

 

Q9. 

１．あした みんな    で きょうとへ いきます。 

２．わたしは すもう  が だいすき です。 

３．くに    へ かえって かぞく  に あいたいです。 

４．あのしんごう    を みぎへまがってください。 

５．はるは この こうえん  で おはなみが できます。 

Q10. 

１． きのうパーティに  サントスさんはこなかった   

２． なんじまでびじゅつかんはけんがくができますか   

３． エアコンをつけましたからあまり あつくないです 

 

Q11. 

1. ここで しゃしんを  とら ないでください。（とります） 

2. くつを  ぬが なくてもいいです。（ぬぎます） 

3. しごとが  おわって から、およぎに いきます。（おわります） 

4.   ねる まえに ほんを よみます。（ねます） 

5. あした えいがを  みに いきましょうか。（みます） 
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Section D 
 

Q12 

１．でんしゃ 

２．しんぶん 

３．どくしょ 

４．しゅうかん、かいもの 

５．せんせい、ながかった 

６．ごご、じ 

７．まいにち 

８ まえ 、ふるい 

９． はやく 、きました 

Q13. 

１．去年 

２．行きました 

３．父 

４．母 

５．高い 

６．見ました 

７．天 ８．気 

９．雨 

１０ ひと 

１１ 多かった 

１２ 馬 

１３ 魚 

１０． 友 
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